
 
 
 
 
 
 
 

第 1450 回例会 18 年 7 月 3 日(月) 
 海南商工会議所   19:00～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．国歌斉唱         「君が代」 
３．ロータリーソング      「奉仕の理想」 
４．出席報告  

会員総数71名 出席者数58名 出席免除会員1名 

  出席率 82.86％ 前回修正出席率 83.33％ 

 

５．会長スピーチ        会長 新垣  勝 
みなさん今晩は。 
第３２代会長を務

めさせて頂きます。 
 前窪ガバナー補佐

様、本年度の第１回例

会にようこそお越し

戴き、有り難うござい

ます。私の会長就任の

挨拶は次週の例会で

申し上げます。この一年間、理事、役員共々どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 
  

６．幹事報告 

○メーキャップ 
 和歌山ＲＣ 花畑重靖君 6／27 
 

７.国際ロータリー2640 地区からの委嘱状 

 地区幹事  楠部賢計君 

 地区ＩＴ委員長 寺下 卓君 

 

８．米山功労者表彰 

 田村健治君  第３回、第５回 

 林 孝次郎君  第５回 

 

９．委員会報告 

○職業奉仕委員会  山田耕造（前）委員長 

 昨年は県和商のインターンシップにご協力有難う

ございました。今年も和商から当クラブに協力の要請

が来ております。口井委員長、寺下さんに話をしてお

ります。今年も会員の皆様のご協力お願いします。 

１０．新旧会長・幹事バッジ交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    新旧会長のバッジ交換 

 

１１．次回例会 

第 1451 回例会 平成１８年７月１０日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
７月のお祝い 

○会員誕生日 

  ５日 田村健治君   １６日 田中丈士君 
  ５日 上田善計君   ２３日 田中秀夫君 
 １０日 宮田敬之佑君  ３１日 井本充彦君 
○奥様誕生日 

  ４日 角谷元子様   １８日 塚本多賀子様 
 １８日 小久保マユミ様 ２１日 嶌村和子様 
○結婚記念日 

１１日 山田耕造君 

○一般ニコニコ 

小椋孝一君  昨年会計をさせていただき、お世話に

なりました。もうすぐ会計報告をさせ

ていただきます。昨日、故橋本憲紹さ

んの三回忌に行ってきました。早いも

ので８月の 11 日で２年が経ちます。

無事三回忌を務めてまいりましたの

で報告します。 

平尾寧章君  新垣会長始め新役員の年度となり、従

来とは少し違った年度になると思い

ます。本日の会長スピーチも短くて、

来週の例会できっちりとスピーチを

してくれるものと思います。ロータリ

ー教育の準備等もされているとのこ

と期待しております。私は６月 30 日
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をもってガバナーを終え、海南東ＲＣ

の一会員となりました。海南東の会員

の皆様、地区代表幹事の皆様始め多く

の人にお世話になりました。今後とも

海南東ＲＣのお役にたちたいと思い

ます。有難うございました。 

魚谷幸司君  ６月末に８○会に初めて参加し、宴会

もかなり盛り上がったのですが、次の

日のゴルフコンペで８２のスコアを

出し、優勝させていただきました。こ

れからもずっとこの会に参加させて

いただきたいと思います。有難うござ

いました。 

上中嗣郎君  私が今年の会長を指名する役目でし

た。新垣先生に順番ですから宜しくお

願いしますと依頼し、快くお引き受け

ていただきました。新垣先生の「流れ

を読む」ところが素晴らしいと思いま

す。私を会長に指名したのは宇恵弘純

さんでした。その時は電話一本で、「次

はお前やで」と言われ引き受けました。

普通は菓子折り等を持参して依頼す

るらしいのですが、それも省略されて

しまいました。新垣会長期待しており

ます。有難うございました。 

楠部賢計君  昨年、私は地区代表幹事を勤めさせて

いただき、新垣先生にお手伝いいただ

いたのですが、それから想定すると今

年の新垣会長のクラブ運営はかなり

厳しいと思います。先生とは意見の相

違はかなりあり、話をする時は相当厳

しいのですが、何分か経つとニコッと

笑って終わりになり、綺麗な異論の唱

え方で、厳しい反面明るいクラブ運営

になると期待しております。 

宮田敬之佑君 会長を指名する時の話が出ましたが、

楠部君に会長を引き受けてもらうた

めに、酒を飲まない楠部君に中尾公彦

君と酒を持って依頼に行ったという

勘違いも過去にありました。２回目会

長が誰もない時は酒を持って来てく

れたらすぐに引き受けます。 

宇恵弘純君  新垣執行部、今年１年間よろしくお願

いします。上中君は先程、電話一本で

云々と言われましたが、これほど本人

が信頼されているからです。菓子折り、

お酒を持っていかなければ会長を受

けられないと言うのはロータリアン

精神に欠けていると思います。一言で

引き受けるのがロータリアン、その意

味で上中君は立派であったと思いま

す。宮田さんはお酒を持って来てくれ

たら引き受けるという話であったが、

これはお酒好きと言うよりも人間が

大らかだということだと思います。先

輩に向かって失礼ですが、非常に味の

ある方です。私は宮田さんをずっと見

習って後を追っていっているような

部分があります。宮田さん、これから

もご指導宜しくお願いします。平尾さ

ん、ガバナー１年間大変御苦労様でし

た。今だから言えるのですが、私にガ

バナーという話を頂きました。私の家

系は、何を進められても一度は断れと

言われております。そんな訳でガバナ

ーをお薦め頂いた時に仕事が多忙で

ある等々の理由を付け断りましたが、

２回目に薦めにこなかった。これは私

の一生の不覚です。次にそのような話

が来るのを密かに待っていますが、ど

うなるかわかりません。 

前窪淳弘君  お世話になります。 
(ガバナー補佐・海南 RC) 

早川 満君  理事さん１年間ご苦労さん。 

谷脇良樹君  新役員さんご苦労様です。 

田村能孝君  理事さん１年間ご苦労さま。 

 先週チョット良いことがありました。 

山畑弥生君  三役・理事のみなさん１年間頑張って

下さい。 

宮田貞三君  新役員さん頑張って下さい。 

木地義和君  吉野幹事さん御苦労様です。 

西川富雄君  新三役さん１年間頑張って下さい。 

大沢祥宏君  新垣執行部の皆様ご苦労さんです。 

柳生享男君  １年間ソングリーダーをやらせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

横出 廣君  親睦１年間頑張ります。 

林 孝次郎君 地区役員無事終了しました。 

深谷政男君  家内が、国際大会の帰りスイスにより

昨日無事帰りました。 

楠部賢計君  前窪ガバナー補佐様、ご苦労さんです。 

塩崎博司君  新垣会長にバッチをバトンタッチし

ます。頑張って下さい。 

寺下 卓君  地区大会の記念誌ができました。新年

度のホームページも完成しています。

ご覧下さい。 

土井元司君  6/26、内孫ができました。今日退院で

きて、宝がひとつ増えました。 

辻 秀輝君  夜間例会、今日は夏時間で７時からな

ので、出席させて頂きました。ずっと

午後７時にしてほしいです。 

山名正一君  新垣さん始め新役員の皆様ご苦労さ

まです。私も勉強させて頂きます。 

山田耕造君  今年１年よろしくお願いします。 

昨日、高校の同期会がありました。 

入学したのは５５０人でしたが、昨日

は約１３０人集まりました。 

みな昔の面影が少し残っていました。 

新垣 勝君  １年間よろしくお願いします。 

大川幹二君     〃 

吉野 稔君     〃 

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


